
                     

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ 米山奨学生  徐 緒隆 君 参加 

◆ 会長あいさつ      木村 博行会長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                       

１０月１３日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、今日は非常にリラックスしていま

す。先週は中里ガバナーの公式訪問お疲れ様でし

た。各委員長さん本当にご苦労様でした。ありがとう

ございました。その中で、ガバナーからご指摘された

ことがいくつかありますのでお知らせいたします。 

・草加松原ロータリークラブの定款、国際ロータリー

の定款通りに変更してほしいと言われたので理事

会を通して変更したいと思います。 

・新事業についてチャレンジをして下さいと言われまし

た。ウィズコロナの中で何ができるか、牛山プログラ

ム委員長とも話しているように卒業した交換留学生

などと連絡を取ってＺＯＯＭで卓話などお話が出来

るように持っていかれたらと思っています。新しい形

での交流を深めたいと思います。 

・一番は 5 年後・10 年後の目標を子の例会場に掲げ

て欲しいと言われました。3 か月前のアンケートに必

ず掲げると書いてあるとも言われました。すっかり忘

れていました。1 人で作るのではなく全員で話し合っ

て作って下さいと言われたので、理事会や例会で皆

さんと話し合ってよいキャッチフレーズを作っていき

たいと思います。 

 

第４０４回 例会 １０月２０日 草加市文化会館 

会 長：木村 博行 

幹 事：加藤 芳隆 

 

例会日：毎週火曜日 19:00～20:00 
例会場：草加市文化会館 
事務局：草加市青柳 8-56-21 
    TEL/FAX 048-967-5315 
    PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

それからお手元にクリスマス例会のパンフレットがある

と思います。先日山口親睦委員長、加藤幹事と見学し

てきました。皇居の目の前お堀の横にあるホテルで、

広い部屋で、広すぎるからどうかとも思いましたが、6

卓 30 人くらいの予定、私の見たところ、200 人くらい入

ってもおかしくないスペースもありました。換気も完全、

廊下も広く、安心して下さいと！行き返りは大型バスを

チャーターして行くことを予定しています。グレードは少

し高すぎるかとも思いますが、加藤さんのご紹介で行っ

てみましたがたまには良いのではと思います。是非皆

さんご参加をしていただきたいと思います。 

何はともあれ、色々なイベントが中止のさなか、普段で

したら当然ですが、各業界でも色々と担当なさっている

でしょうし、小さい話でいえば、私も八幡町会で盆踊り

担当をしていて中止になり、それを生きがいにしていた

というのは変ですが、町会役員の方々はやることがなく

なり困っているとのこと、このままではいけませんので

できる範囲で力を合わせてやっていくことが大切だと 1

人で何かやっていると気が沈みませんか！人とやって

いくほうが、緊張して大変なこともありますが、自分の

成長の確認にもなりますので是非ロータリークラブも少

しずつ活動していきたいと思いますので宜しくお願い致

します。 

 今日は結婚祝・ロータリー情報です宜しくお願い致し

ます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２０２０‐２１年度  国際ロータリーのテーマ ロータリーは機会の扉を開く 

 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

卓話 山崎秀美会員 
「改正・親族法に関して」 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

結婚記念日 10月 2日  富永 悟会員 

 皆さんこんばんは、結婚祝ありがとうございます。 

私はうちの妻とは 10月 2日に結婚いたしまして、選

手お花が届きましていただきました。 

 先ほど大塚嘉一会員から子どもが育ったラドンナ

夫婦生活がと言われていましたが、家は長女が 31

歳、長男に昨年初孫が生まれました。4 月なので 1

歳 5か月くらいになります。 

昨日もうちの奥さんが孫の保育園に迎えに行か

なくてはいけないので電話番をしていてと言うので

電話番をしていました。長男のお嫁さんが帰って来

るまで事務所で面倒をみていますが、帰ってきた

ら、たまには抱いてみたらと言うので、日頃の素行

を考えて孫にはあまり近づかないほうが良いかなと

思い、近づかないようにしていましたが、もうそろそ

ろコロナも大丈夫かなと思って、抱っこをして男の子

なので車が好きなので、車を見せに道路まで抱っこ

して、喜んでいるので仕事も忘れてずっと抱っこして

いましたら、いい加減に戻って来いと声をかけられ

戻った次第ですが、やはり孫ができると可愛いです

ね！孫と遊んでいると、うちの奥さんも自分が孫を

抱っこしているところを写真・ビデオに撮って、ＬＩＮＥ

で送ってくれました。宝物だなと何回か見ていまし

た。孫が出来て疲れれば倅夫婦に返せばよいので

とても良いかなと思っています。今日はありがとうご

ざいました。 

結婚記念日 10月１０日  大塚嘉一会員 

 こんばんは、遅れて申し訳ありません、中央公民館

に行ってしまいました。きれいなお花をありがとうござ

いました。いつも立派なものをありがとうございます。 

 私の結婚記念日は平成 10年 10月 10日 10時 10

分 10 秒です。記念に残るようにと嫁と示し合わせて

草加の市役所に行きました。 

今思っているのは、私と女房は子どもを育てる同士

ですね！本当に子育て真最中で、上の子が大学 1

年生、下の子は中学 2 年生です。グレルことはなか

ったけど、親子喧嘩はたまにあります。ニコニコにも

書かせていただきましたが、坊主がゲームばかりし

ていて勉強を全然しないのです。皆さんどうしました

か？昔はゲームなどなかったですよね！私が子ども

の頃はプラモデルです。あとラジオを組み立てたりし

ていましたが、うちの息子はプラモデルやラジオを組

み立てたりしないから、本当の息子かなと！ただ姿

かたちはそっくりとみんなが言うので間違いないと思

っています。 

 皆さんにお聞きしたいのは子育て終わった後、夫

婦の間はどうなってしまうのですか？それが今気が

かりで！子どもが独立してしまったら、私と連れ合い

とは何をどのような関係になるのかと今不思議に思

っているので、先輩方に色々教えていただけたら有

難いです。 

http://hana-sozai.com/illust/wp-content/uploads/ribon-waku2.gif


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚記念日 10月１３日  牛山信康会員 

 皆さんこんばんは、結婚祝ありがとうございます。今日きれいな赤いシクラメンが届きました。見事な立派なもの

でした。家の者もきれいだと喜んでいました。これはこれで嬉しいのですが、私の家の日当たりの良い縁側に昨

年いただいた結婚祝のシクラメンが元気で咲いているのです。家の家内が水をやりながら大事にしていたのでま

だまだ生きている感じで良かった。 

 結婚して 35 年、今家内と言いましたが、今ふと思いました。お客さんに紹介するときに私は何と言うのかなと、

私の家内ですとか、家内ですとか、妻ですとか定まっていないです。昔は細君でした。 

最近の若い方は、配偶者のことを家の嫁はと言うでしょ、僕らの年代は嫁という言い方は、何となく昔の家制度の

中でプレッシャーを感じて苦労していた奥さんというイメージがあるので、嫁という言い方は似合わない、無いがよ

いのかなと、「私のワイフです」は気障だな、そんなことを考えると結局決まっていない、おそらく相手の人が目上

の人や親しい友人、仕事先などの関係性の中で使い分けているのだと思った今日でした。今日はありがとうござ

いました。 

 

 

 

 皆さんこんばんは、今日木村会長から連絡があり、ロータリー情報について話してほしいとありました。 

私の知る限りでの話をさせていただきます。 

 まず、奉仕団体として、ロータリークラブとライオンズクラブはどのような違いがあるかご存知ですか！ 

そもそもロータリーは 1905年にポールハリスが 3人の仲間と一緒にシカゴで発足致しました。初代会長はポール

ハリスです。その当時のシカゴロータリーの規約を見ます第 1 に「親睦」と書いてあります。もう１つはお互いに職

業を尊重して金儲けをしようと書いてあります。その 2 点だけです。「奉仕」の文言は一言も書いてありません。そ

れ魔そもそものロータリーが出来た経緯です。 

当時シカゴは荒廃して道徳観・倫理感もない状況で、ロールハリスは弁護士で当時 37歳、弁護士として生活も成

り立たない状況だったのではと思います。おそらく仲間同士で商売しよう！それがそもそものろーたりーができた

経緯です。その後、2・3 年経って、それだけではまずいと、シカゴに公衆トイレを作ったのです。それが奉仕の始

まりです。お互いに設けるために職業種は 1業種 1人と非常に厳格に守りました。それから奉仕活動を重視する

ようになりました。 

 ライオンズクラブが出来たのは 15年後です。1920年です。ロータリーが言うように、道徳観・倫理感だけでは商

売はできない！お金に貴賤はない、どんな形でもよいではないか！それを奉仕に使えばよいではないか！ロー

タリーに反発してできたのがライオンズクラブです。今は違いますけどね！ 

ロータリーが言っている高潔な道徳観・倫理感そんなことで社会がすべて収まるとは思えない！どんなお金でも

よいではないかそれを奉仕に使いましょうと言うのが、ライオンズクラブが出来た経緯です。 

 ロータリーが１業種 1人と頑なに守ってきたのは 2010年くらいまででしたかね！今は 1業種 50人以下のクラブ

は 5人という事で、私はこの事がロータリーを危うくしたのではないかという気がします。昔は 1業種 1社でしたの

で、ロータリーに入れないのでもう一つロータリーを作ったのです。それがロータリーを拡大する所以です。今の

ような 1業種 5人だったら草加にロータリーは 1つでいいはずです。 

因みに私がロータリーに入ったのは 30年くらい前ですかね！青年会議所を卒業して最初は断っていました。 

その時、ボーイスカウトや法人会もやっていましたし、町会もやっていて忙しかったので断っていましたら、ある人

から是非入ってくれと！その人は川井さんの商売敵のある人が推薦されてはいりそうだけど、ロータリーにふさ

わしくないので是非入ってくれと頼まれた経緯があって私はロータリーに入会をしました。 

厳密には 2 人は入れるのです。正会員の承認が得られれば、アデショナル会員という事で同じ業種の方が入れ

るのです。他にもふさわしい方がいれば新しいクラブを作ってはいるという事で拡大をしていった。 

ただ不思議なのは、世界でロータリーの会員が一番多いのはどこか知っていますか？何人くらいいるでしょう！

ヒューストンＲＣは会員数が 500 名くらいいます。どうやって例会はやるのか！職業分類はどうなっているのか！

はよくわかりません！シカゴは、未だに「シカゴＲＣ」一つです。その点を含めてどうなのかとの思いはあります。 

 ちなみに日本のロータリーが出来た経緯についてお話をしたいと思います。1918 年にダラスＲＣに福島喜三治

さんと言う三井物産の社員が会員でおられました。米山梅吉さん、この方は三井銀行の重役だったわけですが、

ダラスに行った時に福島さんに誘われてロータリーに見学に行かれたそうです。そこでの活動に感銘して米山梅

吉さんは日本にロータリーを作ろうと決意したわけです。お二人とも 1918年に帰国をしたときに、今の東京ＲＣ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 10 月 13 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 12,000 円 累計 171,000 円 

10 月 13 日  出 席 報 告 

会員総数 40 出席 16 

出席免除  8 ＭＵ  2 

出席適用 32 出席率 56.25 

  幹事報告        加藤芳隆幹事 

 皆さんこんばんは、幹事報告をさせていただきま

す。 

先週のガバナー公式訪問の時にもお知らせしたわけ

でございますが、職業奉仕部門講演会、是非皆さん

にご参加いただきたいと思います。 

テーマ「ロータリーの職業奉仕と会社経営は一致す

る」第 2570 地区パストガバナーで現在、行田商工会

議所会頭の細井保雄様です。ご参加をよろしくお願

い致します。 

 

木村 博行会長 結婚祝の皆さんおめでとうございます。ガバナー訪問を終えてほっとして一週間があっと
いう間でした。ウィズコロナ対策を万全に、少しずつ参りましょう！ 

加藤 芳隆幹事 結婚祝の皆様おめでとうございます。先週のガバナー公式訪問はお疲れ様でした。 
飯山 英彦会員 結婚祝いの皆様おめでとうございます。 
大塚 嘉一会員 息子(中２)がゲームばかりしていて勉強を全くしません。どうしたら良いのでしょうか？ 
牛山 信康会員 結婚記念日のお花が家に届きました。ありがとうございました。 
川井 大輔会員 結婚祝いの皆様おめでとうございます。 
田中 和郎会員 結婚祝いの皆様おめでとうございます。 
富永  悟会員 結婚祝いの皆様おめでとうございます。私も結婚祝をいただきました。 

ありがとうございます。 
二階堂祐司会員 結婚祝の会員の方おめでとうございます。季節の変わり目で体調がいまいちです。そして

仕事の方もいまいちです。 
長谷部健一会員 結婚記念日のお祝の皆様、お目出とうございます。良い季節に結婚されたのですね！ 
鈴木  努会員 入会２回目の参加です。頑張ります。 

 

 親睦委員会    山口昭人親睦委員長 

 皆さんこんばんは、前日参加してきました「地区大会ゴルフ」の結

果が届きました。残念ながら届いたのはお礼状だけで、商品の類は

ありませんでした。次回当クラブのゴルフがありますので、皆さん多

数参加して下さい。 

先程会長から話がありましたが、昨日木村会長・加藤幹事と私で

行って来ました。大変広い部屋で換気も十分です。皆さん安心してご

参加下さい。当日の催しものもこれから考えて行きますので 

合わせて宜しくお願い致します。 

≪クリスマス例会について≫ 

  日程 12月 15日（火） 

  場所 パレスホテル東京 

  移動 大型バスにて 

 
 

を作ろうという事で出来たのは 1920 年です。丁度今年の 10 月で 100 周年を迎えるわけです。先日中里ガバナ

ーもおっしゃっていましたが、現在の会員数が 250名、例会場が帝国ホテルです。設立は 24名でスタートされま

して、三井物産や三井銀行、三菱銀行など金融関係と商社が多かったです。その 2年後に大阪ＲＣを作ることに

なって、福島さんは大阪に住んでいたので米山さんと別れて大阪ＲＣを作ることになりました。米山梅吉さんが日

本のロータリーの父と呼ばれていますが、実際は福島喜三治さんが日本のロータリーの父ではないかと私は思

います。福島さんは、会長はされませんでした。設立から 5年間続けて大阪ＲＣで幹事をされました。 

 ロータリーとライオンズの一番の違い、なぜロータリーという名前が付いたか！駅前のロータリー、くるくると廻

れますよね！例会を会員の家でその都度やっていた、それがロータリーと名前が付いた経緯です。ロータリーは

「私は奉仕する（I Serve）」という考え。ライオンズは「お金には貴賤がないのでそのお金は我々が奉仕する（We 

Serve）」という事が違うのです。今は、ロータリーとライオンズの区分けが出来なくなっていますが、もともとはそ

のような経緯がありました。 

  

今後のプログラム 
10/27  卓話 米山奨学生 徐 緒隆君    

レセプション 
11/3   休会(文化の日) 
11/10  地区大会に振替（11/15開催） 

 

秋田和宏会員  

来栖勝幸会員 

山崎秀美会員 

 

 


